Cambrianプリンター画面操作説明
Shenzhen Atomstack Co., Ltd.

画面レイアウト紹介
トップステータスバー
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上部のステータスバーには、ノ
ズル温度の現在の実績値と
目標設定値、ホットベッド温度
の現在の実績値と目標設定
値、および冷却ファンの現在
の速度値が表示されます。
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ステータスバー
展開ボタン
矢印をタップして、上部のス
テータスバーを展開します。
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展開後のトップステー
タスバー
25 /0
25 /0

上部のステータスバーを展開
した後、スライダーをスライドし
て対応するパラメーターを調
整できます。

0
Test. gcode

ステータスバーの折り
たたみボタン
クリックしてステータスバーを
折りたたむ

中央操作エリア
中央の操作エリアには、メイン
操作エリアである現在の機能
メニューに従って、対応する
ページが表示されます。
下部のメニューバーは、印刷、プ
リントヘッドコントロール、移動、設
定の4つのメニューに分かれてい
ます。デフォルトでは印刷メニュー
が選択されており、印刷メニュー
で印刷を開始するファイルを選択
できます。 Extruder、Move、
Settingsメニューは、非印刷状態
でのみ使用できることに注意して
ください。

下部メニューバー

Printメニュー紹介-プリント起動
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戻る
メニュー
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ステータス表示
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一時停止／再開

プリント中止

プリント開始
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ページ送り
ボタン

高度設定

ファイルリスト
デバイスの電源を入れると、デフォルトでファイ
ルリストに入ります。画面に表示するにはファイ
ルが多すぎる場合は、左右のページボタンで
ファイルを参照し、目的の印刷ファイルをクリッ
クして印刷確認ページに入ることができます。

プリント確認画面
プリント確認ページで、型名、サイズ情報、スラ
イス層高さ、推定線使用量、印刷時間などを確
認し、正しいことを確認後、印刷開始ボタンをク
リックして印刷を開始し、印刷ページに入りま
す。印刷情報が間違っている場合は、[戻る]ボ
タンをクリックしてファイルリストに戻ることがで
きます。

プリント中画面
印刷開始後、プラットフォームが加熱を開始し（この
時点ではノズルは加熱されていません）、プラット
フォームの現在の実際の温度値と目標設定温度値
が上部のステータスバーに表示されます。この時
点ではノズルの加熱が開始されていないため、ノズ
ルの目標温度値は0です。プラットフォームが加熱
されると、ノズルの加熱を開始します。これは保護
メカニズムです。ノズルが加熱された後、機器は動
き始めます。

Printメニュー紹介-高度設定
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LED灯スイッチ
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プリント速度率調整
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デフォルトは100％です。値を変更
すると、印刷速度が速くしたり遅くし
たりすることができます。

100

ノズル／プラット
フォーム温度調整
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プリントヘッドのLEDステータスのオンと
オフを制御できます。

押し出し速度の調整
デフォルトは100％です。値を変更
すると、フィラメントの押し出し量を
加減することが可能です。

60

ノズルとプラットフォームの印刷温
度を調整します、または上部のス
テータスバーを展開して調整も可能
です。
255

高度設定

ファン速度調整
冷却ファンの速度を調整します。上
部のステータスバーを展開して調
整することもできます。

高度設定ボタンをクリックした
後、高度設定ページに入りま
す。

高度設定画面
高度設定ページでは、印刷速度、プリントヘッド
の押し出し量、印刷温度、ファン速度などの印
刷プロセスをさらに設定できます。

Extruderメニュー紹介
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材料選択エリア
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材料選択ドロップ
ダウンメニュー展
開/折りたたみボ
タン

TPR

材料選択メニュー
材料投入・
除去長さ入
力エリア

0

ドロップダウンメニュー
で任意の材料を選択で
きます热

25 /0

TPR

230
210

デフォルト選択ボタン
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Extruderページに入った
後、選択した材料の温度
がデフォルトで予熱され
ます

材料編集ボタン
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戻る
編集後、[戻る]ボタンをク
リックして編集ページを終
了します。編集した内容
は自動的に保存されま
す。

クリックして材料温度編
集ページに入ります。

材料投入ボタン
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材料除去ボタン
冷却ボタン
クリックして冷却ファ
ンをオンにします
ノズルを冷やします

Extruderタグ
プリントヘッドコントロール画面
印刷されていない状態で、画面下部の
[Extruder]タブをクリックして、このページに入り
ます。このページでは、手動で材料を投入ある
いは除去することができます。材料を投入ある
いは除去させる前に、ノズルを加熱する必要が
あります。したがって、このページに入ると、ノ
ズルは自動的に加熱を開始し、加熱目標温度
は選択した材料の設定温度になります。

材料選択メニュー

材料選択メニューには、4つの材料とそれに対
応する予熱温度が組み込まれており、実際の
ニーズに応じて、対応する材料を選択して加熱
することができます。編集ボタンをクリックして
材料温度編集ページに入り、各材料の予熱温
度を編集します。

材料温度編集画面
このページでは、材料の予熱温度を編集し、デ
フォルトで予熱温度を選択できます。他のメ
ニューからExtruderメニューに切り替えると、プ
リントヘッドはデフォルトの材料の予熱温度に
従って予熱されます。

Move画面紹介
座標位置リアルタイ
ム表示エリア
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移動中は、X軸、Y軸、Z軸の
座標がリアルタイムで表示さ
れます。デバイスの起動後、
キャリブレーションのためにゼ
ロにリセットする必要がありま
す。そうしないと、座標値が不
正確になります。 X軸はノズ
ルを表し、Y軸はプラットフォー
ムを表し、Z軸はノズルがある
ビームを表します。

ステップ移動選択ボタン
ワンクリックで移動距離を
選択してボタンを移動しま
す。
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クリック後、ノズルは熱の対
応する位置に移動します。

X軸プラス移動ボタン

X軸マイナス移動ボタン
クリックすると、X軸が原点に近い方
向に移動します。動きがゼロ点、つ
まりリミットスイッチが配置されてい
る位置に達すると、動きは自動的に
停止します。同じことがYボタンとZボ
タンにも当てはまります。

クリック後X軸が原点から離れま
す。移動距離がX軸の最大サイズ
に達すると、移動は自動的に停
止します。このとき、各軸の座標
をゼロにリセットする必要がありま
す。そうしないと、衝突現象が発
生する可能性があります。同じこ
とがY +ボタンとZ +ボタンにも当
てはまります。

レベリングボタン
クリック後レベリングページ
に入り、プラットフォームを
レベリングできます。

モーターアンロックボタン
クリック後モーターロックが
解除され、ノズルとプラット
フォームを手動で移動でき
ます。

Homeボタン
移動画面
印刷されていない状態で、画面下部の[Move]
タブをクリックして、このページに入ります。この
ページでは、X、Y、Z軸の動きを制御できます。
[Levelling]ボタンをクリックして、レベリングペー
ジに入ります。このページでは、デフォルトでワ
ンクリックで0.1mm移動します。ワンクリックで
1mmまたは10mmを移動する必要がある場合
は、それぞれ1mmまたは10mmを選択します。

クリック後、X、Y、Z軸がゼ
ロ位置に戻ります。

レベリング選択ボタン

レベリング画面
ノズルとプラットフォームの間のスペースが大きすぎて印刷の最初
の層が付着しない場合は、プラットフォームをレベリングにする必要
があります。画面上の1〜4の数字は、プラットフォームの四隅に対
応しています。番号5はプラットフォームの中心に対応します。 1〜5
の数字を順番にクリックすると、ノズルがプラットフォームの対応する
位置に順番に移動します。プラットフォームの下のノブを調整して、ノ
ズルとプラットフォームの間の距離をA4用紙の厚さに設定し、レベリ
ングを完了します。特定の操作についてはレベリングビデオチュート
リアルを参照してください。

Settings画面紹介
25 /0
25 /0

25 /0

25 /0

0

システム言語展開
／折り畳みボタン
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PID自動調整
ボタン

システム情報
チェックボタン

メーカー出荷時
設定リセット

設定画面
設定ページでは、システム言語の選択、PID
キャリブレーションの実行、およびシステム情
報の表示を行うことができます。

PID自動調整
PID自動調整は、ノズルとプラットフォームの加熱曲線を自動調
整し、加熱プロセスのエラーとオーバーシュートを減らし、加熱プ
ロセスをより安定させるために使用されます。加熱中に実際の温
度が目標温度に近くなり値が前後にジャンプすることがわかった
場合は、PID自動調整を使用してそれを修正できます。通常、こ
の機能を使用する必要はありません。。

システム情報
このページでは、システムの印刷サイズやソフトウェ
アのバージョン番号などのシステム情報を表示できま
す。メーカー出荷時のリセット操作を実行することもで
きます。メーカー設定の復元とは、システムパラメータ
を、言語選択、PID制御パラメータなどのメーカー出荷
時のデフォルト設定に復元することです。 [Restore
factory settings]をクリックした後、再起動する必要が
あることに注意してください。

